
ムーブ図書・情報室

新着図書案内リスト（2月分)
※このリストの中には、新刊用本棚にない本もあります。

　書　　名 　著　者 　出版社 請求記号

　＊　０００  総記　＊

人生にゆとりを生み出す知の整理術 pha／著 大和書房 002.7/ﾌ/

世界のブックデザインコレクション センドポインツ・パブリッシング／編 グラフィック社 022.5/ｾ/

超なんでやねん 西川 雅夫／著 書肆侃侃房 049/ﾆ/

　＊　１００  哲学　＊

まいにち哲学 原田 まりる／著 ポプラ社 130.4/ﾊ/

心理カウンセラーが教える本当の自分に目覚める体癖論 小高 千枝／著 主婦と生活社 141.9/ｵ/

読むと心がラクになるめんどくさい女子の説明書 山名 裕子／著 サンマーク出版 143.5/ﾔ/

アソビくるう人生をきみに。 あんちゃ／著 KADOKAWA 159/ｱ/

「自分」を仕事にする生き方 はあちゅう／著 幻冬舎 159/ﾊ/

まいにちをよくする500の言葉 松浦 弥太郎／文 PHPエディターズ・グループ 159/ﾏ/

「働きがい」の伝え方 海野 忍／[著] クロスメディア・パブリッシング 159.4/ｳ/

言い訳してる場合か! 坂東 眞理子／著 法研 159.6/ﾊﾞ/

淡麗女子のススメ 芳中 千裕／著 みらいパブリッシング 159.6/ﾖ/

女神信仰と日本神話 吉田 敦彦／著 青土社 164.1/ﾖ/

　＊　２００  歴史　＊

超訳戦国武将図鑑 富増 章成／著 かんき出版 281/ﾄ/

15歳のコーヒー屋さん 岩野 響／著 KADOKAWA 289.1/ｲ/

14歳ホステスから年商10億のIT社長へ 久田 真紀子／著 PHP研究所 289.1/ﾋ/

地球の歩き方aruco　3 地球の歩き方編集室／編集 ダイヤモンド・ビッグ社 290.9/ﾁ/3

　＊　３００  社会科学　＊

バナの戦争 バナ・アベド／著 飛鳥新社 302.2/ｱ/

元家裁調査官が提案する面会交流はこう交渉する 小泉 道子／著 民事法研究会 324.6/ｺ/

男の離婚ケイカク 露木 幸彦／著 主婦と生活社 324.6/ﾂ/

知って役立つ!家族の法律 長橋 晴男／著 クリエイツかもがわ 324.6/ﾅ/

引き離されたぼくと子どもたち 宗像 充／著 社会評論社 324.6/ﾑ/

残される母親が安心して暮らすための手続のすべて えがお相続相談室／著 秀和システム 324.7/ｴ/

心の問題と家族の法律相談 森 公任／著 日本加除出版 327.4/ﾓ/

あんた、ご飯食うたん? 中本 忠子／著 カンゼン 327.8/ﾅ/

仕事の渋滞は「心理学」で解決できる 佐々木 正悟／著 KADOKAWA 336.2/ｻ/

「もしかしてコミュ障かも?」という人のための気くばりのコツ大全 トキオ・ナレッジ／著 PHP研究所 336.4/ﾄ/



「困った会議」の進め方・まとめ方　　（フェニックスシリーズ） リック・ブリンクマン／著 パンローリング 336.4/ﾌﾞ/

マンガでわかるビットコインと仮想通貨 三原 弘之／監修 池田書店 338/ﾐ/

貧困40代シングルマザーが金持ち母さんになれました。 紀村 奈緒美／著 ぱる出版 338.1/ｷ/

大阪のおばちゃんの人生が変わるすごい格言一〇〇 森 綾／著 SBクリエイティブ 361.4/ﾓ/

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　2　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） オーサ・イェークストロム／著 KADOKAWA 361.5/ｲ/2

北欧女子オーサが見つけた日本の不思議　3　　（メディアファクトリーのコミックエッセイ） オーサ・イェークストロム／著 KADOKAWA 361.5/ｲ/3

被差別マイノリティのいま 部落解放・人権研究所／編 解放出版社 361.8/ﾌﾞ/

0円で生きる 鶴見 済／著 新潮社 365/ﾂ/

仕事と家庭は両立できない? アン=マリー・スローター／著 NTT出版 366.3/ｽ/

パワハラ・セクハラ・マタハラ相談はこうして話を聴く 野原 蓉子／著 経団連出版 366.3/ﾉ/

“やまとをみな”の女性学 花村 邦昭／著 三和書籍 366.3/ﾊ/

日本のフェミニズム　性の戦い編 北原 みのり／責任編集 河出書房新社 367.2/ﾆ/

ウンコのおじさん 宮台 真司／著 ジャパンマシニスト社 367.3/ﾐ/

介護する息子たち 平山 亮／著 勁草書房 367.5/ﾋ/

もっと知りたい!定年の楽しみ方 遠山 紘司／著 学文社 367.7/ﾄ/

男の孤独死 長尾 和宏／著 ブックマン社 367.7/ﾅ/

ゲイカップルのワークライフバランス 神谷 悠介／著 新曜社 367.9/ｶ/

性の“幸せ”ガイド 関口 久志／著 エイデル研究所 367.9/ｾ/

エッチなお仕事なぜいけないの? 中村 うさぎ／編著 ポット出版プラス(発売) 367.9/ﾅ/

貧困の戦後史　　（筑摩選書） 岩田 正美／著 筑摩書房 368.2/ｲ/

私はドミニク ドミニク・レギュイエ／著 合同出版 369.4/ﾚ/

小学校ではもう遅い 岸田 蘭子／著 PHP研究所 370.4/ｷ/

中高生のための<うつ予防>心理教育授業 堤 亜美／著 ミネルヴァ書房 371.4/ﾂ/

アカデミック・ハラスメントの解決 北仲 千里／著 寿郎社 377.1/ｷ/

逆転の留学 高野 幹生／著 IBCパブリッシング 377.6/ﾀ/

12歳までに「自信ぐせ」をつけるお母さんの習慣 楠本 佳子／著 CCCメディアハウス 379.9/ｸ/

女たちの王国 曹 惠虹／著 草思社 382.2/ﾁ/

　＊　４００  自然科学　＊

安楽死を遂げるまで 宮下 洋一／著 小学館 490.1/ﾐ/

女性脳の特性と行動　　（フェニックスシリーズ） ローアン・ブリゼンディーン／著 パンローリング 491.3/ﾌﾞ/

マンガでわかるもしかしてアスペルガー!? 司馬 理英子／著 主婦の友社 493.7/ｼ/

敏感すぎる心がスーッとラクになる本　　（FUSOSHA MOOK） 長沼 睦雄／[監修] 扶桑社 493.7/ﾅ/

休むことも生きること 丸岡 いずみ／著 幻冬舎 493.7/ﾏ/

がんになる前に乳房を切除する 小倉 孝保／著 文藝春秋 495.4/ｵ/

他人とうまく関われない自分が変わる本 長沼 睦雄／著 青春出版社 498.3/ﾅ/

2週間で体が変わるグルテンフリーの毎日ごはん 溝口 徹／著 青春出版社 498.5/ﾐ/

虐待を防ぐ保健師訪問 渡辺 雅子／著 杏林書院 498.7/ﾜ/



　＊　５００  技術　＊

小さな企業が生き残る 金谷 勉／著 日経BP社 509.5/ｶ/

60歳からはじめるSNS 岡本 ゆかり／著 日経BP社 547.4/ﾛ/

ていねいなひとり暮らし shoko／著 すばる舎リンケージ 590/ｼ/

幸せに暮らすくふう　　（ナチュリラ別冊） 主婦と生活社 590.4/ｼ/

きのう、きょう、あした。 つばた 英子／著 主婦と生活社 590.4/ﾂ/

はじめてでもきれいに刺せる刺しゅうの基礎 安田 由美子／著 日本文芸社 594.2/ﾔ/

ずぼら女子のためのおとなキレイ養成講座 トキオ・ナレッジ／著 G.B. 595/ﾄ/

押したら、ヤセた。 久 優子／著 宝島社 595.6/ﾋ/

もっとおいしい、だし生活。 梅津 有希子／著 祥伝社 596/ｳ/

がんばらない10分夜食レシピ　　（SAKURA MOOK 楽LIFEレシピシリーズ） 野上 優佳子／[著] 笠倉出版社 596/ﾉ/

愛しのから揚げレシピ94　　（料理の本棚） 今井 亮／著 立東舎 596.3/ｲ/

きのこ女子大のラクうまヘルシーレシピ シンコーミュージック・エンタテイメント 596.3/ｷ/

1日で簡単、きちんと!おせち&おもてなしごはん 小林 まさみ／著 扶桑社 596.4/ｺ/

母乳を捨てるフランス人 ヘソの緒に無関心なアメリカ人 江藤 亜由美／著・マンガ 雷鳥社 598.2/ｴ/

ふたりは同時に親になる 狩野 さやか／著 猿江商會 599/ｶ/

　＊  ６００　産業　＊

地域を変える、アイデアとクリエイティブ!読本 月刊『ブレーン』編集部／編集 宣伝会議 601.1/ｹﾞ/

超一流のクレーム対応 谷 厚志／著 日本実業出版社 673.3/ﾀ/

ふつうの女性がカフェを開いて10年続ける方法 飯森 麻純／著 彩図社 673.9/ｲ/

「おひとりウーマン」消費! 牛窪 恵／著 毎日新聞出版 675/ｳ/

ねほりんぱほりんNHKニンゲンだもの NHK「ねほりんぱほりん」制作班／著 マガジンハウス 699.6/ｴ/

　＊　７００  芸術　＊

男の娘どうし恋愛中。 大島 薫／著 宝島社 726.1/ｵ/

ゲゲゲの娘日記　　（KWAI BOOKS） 水木 悦子／著 KADOKAWA 726.1/ﾐ/

わらういきもの 松阪 崇久／監修 エクスナレッジ 748/ｺ/

WOMAN 阿部 真央／[ほか述] リットーミュージック 764.7/ｳ/

コーチングこんなときどうする? 高畑 好秀／著 体育とスポーツ出版社 780.7/ﾀ/

　＊　8００  言語　＊

まんがでわかる理科系の作文技術 木下 是雄／原作 中央公論新社 816/ｷ/

社会人のための英語の世界ハンドブック 酒井 志延／編 大修館書店 830.7/ｼ/

英語がぜんぜんしゃべれない!汗 神林 サリー／著 大和書房 837.8/ｶ/

　＊　９００  文学　＊

名作なんか、こわくない 柚木 麻子／著 PHP研究所 902.3/ﾕ/

ものの見方が変わる座右の寓話 戸田 智弘／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン 908.7/ﾄ/

幼なじみ萌え 玉井 建也／著 京都造形芸術大学東北芸術工科大学出版局藝術学舎 910.2/ﾀ/

俳句で夜遊び、はじめました 岸本 葉子／著 朔出版 911.3/ｷ/



探してるものはそう遠くはないのかもしれない 新井 見枝香／著 秀和システム 914.6/ｱ/

ブスのたしなみ カレー沢薫／著 太田出版 914.6/ｶ/

やらない理由 カレー沢薫／著 マガジンハウス 914.6/ｶ/

50代からしたくなるコト、なくていいモノ 岸本 葉子／著 中央公論新社 914.6/ｷ/

絶対☆女子 小島 慶子／著 講談社 914.6/ｺ/

女の子が生きていくときに、覚えていてほしいこと 西原 理恵子／著 KADOKAWA 914.6/ｻ/

桃紅一〇五歳好きなものと生きる 篠田 桃紅／著 世界文化社 914.6/ｼ/

私の漂流記 曾野 綾子／著 河出書房新社 914.6/ｿ/

緑の庭で寝ころんで 宮下 奈都／著 実業之日本社 914.6/ﾐ/

すべての始まり　　（どくだみちゃんとふしばな） 吉本 ばなな／著 幻冬舎 914.6/ﾖ/

忘れたふり　　（どくだみちゃんとふしばな） 吉本 ばなな／著 幻冬舎 914.6/ﾖ/

図書館島　　（海外文学セレクション） ソフィア・サマター／著 東京創元社 933.7/ｻ/

水底の女 レイモンド・チャンドラー／著 早川書房 933.7/ﾁ/

　＊　Ｆ  小説　＊

婚活中毒 秋吉 理香子／著 実業之日本社 F/ｱ/

おもかげ 浅田 次郎／著 毎日新聞出版 F/ｱ/

ツノハズ・ホーム賃貸二課におまかせを 内山 純／著 東京創元社 F/ｳ/

日曜日の人々(サンデー・ピープル) 高橋 弘希／著 講談社 F/ﾀ/

魔邸 三津田 信三／著 KADOKAWA F/ﾐ/

バースデイ・ガール 村上 春樹／著 新潮社 F/ﾑ/

おらおらでひとりいぐも 若竹 千佐子／著 河出書房新社 F/ﾜ/

　＊　Ｇ  新書・文庫　＊

ぼくたちはこの国をこんなふうに愛することに決めた　　（集英社新書） 高橋 源一郎／著 集英社 GF/ﾀ/

40代でシフトする働き方の極意　　（青春新書INTELLIGENCE） 佐藤 優／著 青春出版社 G159.4/ｻ/

日本史の内幕　　（中公新書） 磯田 道史／著 中央公論新社 G210/ｲ/

大人の自閉スペクトラム症　　（SB新書） 備瀬 哲弘／著 SBクリエイティブ G493.7/ﾋﾞ/

子どもの脳を傷つける親たち　　（NHK出版新書） 友田 明美／著 NHK出版 G493.9/ﾄ/

女盛りは腹立ち盛り　　（幻冬舎文庫） 内館 牧子／[著] 幻冬舎 G914.6/ｳ/

遺伝か、能力か、環境か、努力か、運なのか　　（平凡社新書） 橘木 俊詔／著 平凡社 Ｇ361.8/ﾀ/

児童虐待から考える　　（朝日新書） 杉山 春／著 朝日新聞出版 Ｇ367.6/ｽ/

それ、なんで流行ってるの?　　（ディスカヴァー携書） 原田 曜平／[著] ディスカヴァー・トゥエンティワン Ｇ675/ﾊ/

大人のための言い換え力　　（NHK出版新書） 石黒 圭／著 NHK出版 Ｇ809.2/ｲ/

ワニの町へ来たスパイ　　（創元推理文庫） ジャナ・デリオン／著 東京創元社 Ｇ933.7/ﾃﾞ/

　＊　児童書　＊

10代からのプログラミング教室　　（14歳の世渡り術） 矢沢 久雄／著 河出書房新社 007/ﾔ/z

世界のお祭り　　（わくわく発見!） 竹永 絵里／画 河出書房新社 386/ｾ/

月のしずく 菊田 まりこ／え・ぶん WAVE出版 726/ｷ/Z

写真でわかる!決定版3ー5才のおりがみ 山口 真／著 西東社 754/ﾔ/



ジャングルのサバイバル　6　　（かがくるBOOK 大長編サバイバルシリーズ） 洪 在徹／文 朝日新聞出版 786/ﾎ/6

ジャングルのサバイバル　7　　（かがくるBOOK 大長編サバイバルシリーズ） 洪 在徹／文 朝日新聞出版 786/ﾎ/7

大人になって困らない語彙力の鍛えかた　　（14歳の世渡り術） 今野 真二／著 河出書房新社 814/ｺ/Z

マンガでおぼえる英単語　　（これでカンペキ!） 齋藤 孝／著 岩崎書店 834/ｻ/

十代最後の日　　（赤川次郎ミステリーの小箱） 赤川 次郎／著 汐文社 913/ｱ/

5分後に恋の結末　　（「5分後に意外な結末」シリーズ） 橘 つばさ／著 学研プラス 913/ﾀ/

おとのさま、小学校にいく　　（おはなしみーつけた!シリーズ） 中川 ひろたか／作 佼成出版社 913/ﾅ/

神隠しの教室 山本 悦子／作 童心社 913/ﾔ/

　＊  絵本　＊

アンパンマンどっち?どっち?めいろ やなせ たかし／原作 フレーベル館 E/ｱ/

おもちおばけ　　（ポプラ社の絵本） ささき ようこ／さく・え ポプラ社 E/ｵ/

おもちのかみさま かとう まふみ／著 佼成出版社 E/ｵ/

おばけのまめ accototo／えとぶん ポエムピース E/ｵ/

かくれんぼ 種村 有希子／作 アリス館 E/ｶ/

こめとぎゆうれいのよねこさん えばた えり／作 BL出版 E/ｺ/

ちいさなちいさなこおりのくに さかい さちえ／[作] 教育画劇 E/ﾁ/

動物たちは、お医者さん! アンジー・トリウス／文 河出書房新社 E/ﾄﾞ/

どんな顔してる? 日比 享光／作・絵 三恵社 E/ﾄﾞ/

なんでもたしざん ナイジェルグラフ／え オークラ出版 E/ﾅ/

ぼくのともだちカニやまさん　　（わたしのえほん） ニシワキ タダシ／作・絵 PHP研究所 E/ﾎﾞ/

マララのまほうのえんぴつ マララ・ユスフザイ／作 ポプラ社 E/ﾏ/

やもじろうとはりきち 降矢 なな／作・絵 佼成出版社 E/ﾔ/

ろうそくぱっ みなみ じゅんこ／作 アリス館 E/ﾛ/


